
イベントスケジュール

@soyprotein_beautySOY PROTEIN beauty( ハリウッド㈱ )
創立９７年健康食で５２年の企業による女性に嬉しい
100% 植物由来成分のソイプロテイン。

プロテイン販売

@the_oos_tsuruokaTHE OSS
[THE OOS] Out Of Standard cold pressed juice brand. 
「ユネスコ食文化創造都市」山形県鶴岡市の規格外農作物 -Out Of Standard- を
使ったコールドプレスジュースブランド「THE OOS」(オース )です。

コールドプレスジュース

@openerchocolateOPENER Chocolate
「OPENER＝身体の感覚を開かせる」。 
健康的で良質な材料と見た目の美しさを追求した
 Raw（非加熱）チョコレートショップ。

チョコレート 土曜日のみ

@hugs_yoursmileHugs
作り手のルーツである精進料理からプラントベースを主に、体が喜び
見た目にも楽しめるお菓子。信頼出来る生産者が栽培したハーブや玄
米などの素材を中心に、みんなが笑顔になれるよう一つひとつ丁寧に
作られています

アイシングクッキー 土曜日のみ
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@milco_sweets_15milco sweets
アレルギーをお持ちの方、 ヴィーガンの方、そうでない方、 
さまざまな方たちに笑顔になれるような身体に優しい
お菓子をお作りしています。 

スイーツ

@plantlove_vegansweetsSCOBY TEA / PLANT LOVE
生きた菌が腸まで届く、無農薬紅茶を植物性乳酸菌（スコビー菌）で
発酵させた無添加クラフトコンブチャ SCOBY TEAとウルトラハッピー
がテーマのヴィーガン生クリームを使った小麦粉・たまご・牛乳を使わ
ないヴィーガンロールケーキ「PLANT LOVE」の販売をいたします。

ロールケーキ

@ikevege_officialイケベジ
「美しさと共に」農を通して全てのいのちとのご縁に感謝し、
いのちそのものに宿る "イケてる "を再発見、
共遊する豊かな世界を育んでいます。

野菜販売

Full Circle
リトアニアのお酒や食品などをご紹介している会社です。
今回はオーガニック野菜を使ったピクルスや、オーガニックの
チョコレートを今回は提供します。

ピクルス 日曜日のみ



山路を登りながら

＠falafelbrotherstokyoFALAFEL BROTHERS
ホットサンドイッチ＆ドリンク、Vegan snack

サンドウィッチ

＠_littlesnufkin_LITTLE SNUFKIN
旅で出会った有機的に繋がる人々と素材を、ヴィーガンアイスケーキに
のせて皆様にお届けしています。
VG/SF/GFの 100%有機素材のみのシンプルで深いつながりを感じる
アイスケーキをぜひお楽しみください。

スイーツ 日曜日のみ

@chen.andcoffeeChen&Coffee
スペシャルティコーヒー。
ドリップコーヒーとオーツ麦と豆乳のラテオーツとラテ。

コーヒー

@uhuru_icuraUhuru by icura
今の地球を知るきっかけになり、新しい”自由”を届けるヴィーガンマフィン屋
さん。動物性を一切使用しないオーガニックの発酵スイーツを1つ 1つ心を込
めてお作りしています。Uhuruとは、アフリカの言葉で”自由”という意味。
”動物性素材がないと美味しくない” ”難しそう”といった固定概念から解放され、
食べることで新しい” 自由” を発見するスイーツ体験をお届けします。

マフィン・ブラウニー 土曜日のみ



＠hthree_plusH THREE PLUS
ドライフルーツや乾物、発酵食品、おやつの販売をします。
全てオーガニックです。

発酵食品 ドライフルーツ 土曜日のみ

＠tempehstudiotokyoTEMPEH STUDIO TOKYO
We sell frozen plant-based fermented food ” TEMPEH" that is loved all
 over the world. Besides, you can purchase Deep-Fried Tempeh which are 
very popular at other markets.
世界中で愛される発酵食品「テンペ」を冷凍販売します。
また、様々なマーケットで大好評をいただいている「テンペのから揚げ」
も販売します。

テンペ ( 発酵食品 ) 日曜日のみ

＠tvlfauxmageTOKYO VEG LIFE faux-mage
ヴィーガンチーズ

チーズ

＠kempo.shopKempo
インスタントカシューチーズなど

食品 日曜日のみ



@shiro_ni_sekaimatotte 
“想い出を纏う” をコンセプトに、お客様持ち込みの布素材で
洋服をお作りするセミオーダーのリメイクブランドです。
お洋服製作前にお客様の想いをヒアリングし、お客様だけの
「想い出タグ」をお付けします。

アパレル

@afrika_roseアフリカローズ
アフリカローズは、ケニアのバラ農園から愛情込めて育まれたバラを
フェアトレードで日本に直輸入しているライフスタイルブランドです。
 アフリカの大地で育まれた生命力溢れる力強い美しさをお届けいたし
 ます。

フラワー

@zerowastelivingjpZerowaste living
買うものは、いつか必ず “捨てるとき” が来ます。  だからこそ、いつも
よりもぐんと長い間使うことができて、捨てた後も海や森を汚さない、
「暮らしの日用品」の選択を。  ゼロウェイストリビングは、現代型の忙
しい毎日でも無理せず続けられる選択肢を提案する、“地球想い”な暮ら
しの道具店です。

エコグッズ 土曜日のみ

＠vaidbread_officialＶエイドパン
防災食 日曜日のみ

世界初のヴィーガン対応防災パン。



@maile___officialMaile
”毎日の生活に自分のための時間を”をコンセプトに人の心を癒せるプロダクトを作成
し、販売しております。  そして、そのプロダクトの売り上げの一部を犬たちが幸せになる
ために活動されている団体へ寄付しております。癒しを求めて集まってくれる人たちに
癒しの時間を提供することで、それが犬たちの幸せに繋がるという循環が微力ながら起
こしたいと思いブランドを立ち上げました。 ひとりでも多くの人が自分らしく輝けるよ
う、そして一匹でも多くの犬が幸せになれるようにMaile は活動していきます。

雑貨

@endoca_japanGemKam / ENDOCA
ENDOCA ( エンドカ )は、北欧デンマークで設立された、世界初の国際
的なCBDオイルカンパニーです。” From seeds to shelf ‒ 種から店頭まで
” をポリシーに、全ての生産プロセスを管理し、最先端テクノロジーを
用いた オーガニック、無農薬、NON GMO( 非遺伝子組み換え )の高品
質なオーガニックCBDオイルを北欧で生産し全世界に提供しています。

CBDオイル

ヌーベルエステティック
1971年創業ヌーベルコスメティック。
私たちは50年前も今も無添加にこだわり続けております。

美容液

@dasvia_shonanDaSViA 湘南
アフリカガーナより直輸入の、 水洗い可能なオリジナルボルガバスケッ
トと化学薬品未使用の未精製100%シアバターの販売 売上を生産者へ
還元する活動を始め、原料ではなく、"Made in Ghana"となる商品開発を
し、手作りしています。それにより、持続可能なモノ作りサイクルを
実現しています。

カゴバック 土曜日のみ



@nalu_379nalu -inspired by the sea-
ジュエリー

シーグラスや天然石を使ったハンドメイドジュエリー。
その人のエネルギーに合わせたジュエリーをお届けしています。

土曜日のみ

@becomme_japanBeComme 
社会問題改善の支援に【つながる靴下】　犬猫殺処分や海洋汚染など
様々な社会問題に関心の無い方をも支援の輪に繋げるプロジェクト
アパレルブランド　プラ梱包×動物性×

靴下 土曜日のみ

@north_candlesNorth Candles 
North Candles are vegan soy candles handmade in Hokkaido using 100%
 soy wax, dry flowers and essential oils. Everything is 100% vegan and all 
packaging is completely plastic free! 
大豆由来のソイワックスを100％使用し、プラスチックフリー梱包の
ヴィーガンソイキャンドルです。北海道から出展させて頂きます。
暮らしに寄り添う優しい灯りをお届けします。

ソイキャンドル

@viron_worldVirón
Vironは環境に配慮したサステナブルなアプローチのハイファッション
を目指し、植物ベースのフットウェアを展開するブランド。
りんごの皮などを原料とした植物由来の素材とリサイクルコットンで
製品開発を行っている。

アップルレザー



＠honeycom_worksHoneycomb Works 
ユニークな形のビーチグラスをみていると、私達のだしたゴミすら、
自然はギフトとして私達に返してくれている事に驚きます。
イマジネーションを刺激するビーチグラスを通じて、
地球にできる事を見つけるきっかけの一助になれたら嬉しいです！

ジュエリー 日曜日のみ

@fladercosmeFläder Cosmetics 
スウェーデン人と日本人の二人で作った、敏感肌にも乾燥肌にも
対応するヴィーガンスキンケアの化粧水と乳液を販売します。

コスメ 日曜日のみ

@babyshamanherbsBaby shaman herbs  
手作り石鹸

コスメ 土曜日のみ

@sai_interior_zampuZAMPU PROJECT 
インテリアの制作過程でうまれた「残布（ざんぷ）＝ZAMPU」を
オンリーワンの商品へとアップサイクルするプロジェクト。
鎌倉を拠点に活動をすすめ、プロダクト開発の他、福祉施設との
連携など、社会貢献活動へも繋げています。

アパレル 日曜日のみ



@earth._.thanksearth._.thanks 
【地球がキレイになるシャワーヘッド】
私たちは毎日、洗剤を海に流しています。 
未来に向けて今から身近に出来ること。

シャワーヘッド 日曜日のみ



@kenta_kawanaKENTA KAWANA
アート

神奈川県鎌倉市生まれの映像ディレクター・カメラマン。
日本のサーフシーンを支える若きカメラマンとして第一線で活躍し、
その作品達は国内トップサーファー達からの評価も高い。ファッションブ
ランドやミュージックビデオのディレクターとして様々なジャンルでも活
動しテレビCMでの水中カメラマンとして抜擢されるなどマルチに活動の
幅を広げている。 

@ritica.designRITICA design
hanna tatoo、jagua tatooで出店します。
henna tatooはヘナの葉を使用、jagua tatooはゲニパアメリカーナというフル
ーツを使用しており、どちらも肌に直接描くと数日で消えるボディアートです。
hennaはサフランオレンジからこげ茶に染まり、jaguaは藍色に染まります。
GWのお出かけやイベントに向けて、消えるタトゥーをぜひ体験して下さい！

ヘナタトュー




